
医療
◆障害者歯科診療（一次対応）

名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

西山歯科医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通35-14 045-421-4103 - - https://www.dc-nishiyama.com/

松樹歯科医院 221-0825 横浜市神奈川区反町2-14-5 045-321-6665 - - https://www.matsukishika.com/

関歯科医院 222-0011 横浜市港北区菊名2-4-26 045-431-0311 - - -

黒岩歯科医院 222-0026 横浜市港北区篠原町3014-2  加祥ビル3階 045-439-1345 - - https://www.kd-clinic.com/

よしおか歯科医院 224-0061 横浜市都筑区大丸3-3 045-948-1105 - - http://www.yoshiokadental.net/

坂下歯科クリニック 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南2-1-26 045-913-6487 045-913-6437 info@sakashita-shika.com https://sakashita-shika.com/

井澤歯科医院 230-0012 横浜市鶴見区下末吉1-1-18 045-585-1288 045-585-1324 - http://www.izawa-dental-c.com/

今村歯科医院 231-0065 横浜市中区宮川町2-56 045-231-4650 045-231-4008 - -

Green  Dental  Clinic  緑園 245-0002 横浜市泉区緑園4-1-6  ジスタスビル2階 045-813-4618 - - https://www.green-dental-clinic.jp/

青沼歯科 245-0004 横浜市泉区領家1-9-11 045-813-7099 - - https://www.aonuma-dc.net/

松田歯科医院 245-0022 横浜市泉区和泉が丘1-31-37 045-804-1190 045-804-1190 - -

たじま歯科クリニック 233-0015 横浜市港南区日限山1-57-40  メディカルビレッジ2階 045-825-3662 045-825-3662 - https://www.tajimadc.net/

別部歯科医院 234-0055 横浜市港南区日野南4-30-8  ナカマチビル 045-846-3781 - - https://www.beppu-d.com/

加藤歯科医院 236-0014 横浜市金沢区寺前2-2-25 045-701-9369 045-701-9409 - http://www.katou-dc.com/

富岡歯科クリニック 236-0051 横浜市金沢区富岡東6-1-16  045-772-9551 - - http://www.tomiokashika.com/

石川歯科医院 244-0805 横浜市戸塚区川上町367-1 045-821-2441 045-821-2466 - https://www.ishikawa-shikaiin.com/

斉藤歯科医院 247-0006 横浜市栄区笠間5-29-5 045-894-1188 - - http://www.saito-d-clinic.jp/

リバーク歯科 210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1  川崎駅前タワーリバーク2階 044-222-7067 - - https://www.riverk-shika.com/

ひるまデンタルクリニック 210-0015 川崎市川崎区南町18-18 044-222-4340 - info@hiruma.org https://www.hiruma.org/

矢島歯科医院 211-0005 川崎市中原区新丸子町769  新丸子ビル1階 044-722-6039 044-722-6029 - http://www.yajimashika.jp/

松村歯科 212-0053 川崎市幸区下平間223 044-555-1661 - - https://www.matsumura-dental.com/

のぐち歯科 215-0001 川崎市麻生区細山2-12-4 044-954-1899 - - https://localplace.jp/t100661409/

かさい歯科医院 215-0022 川崎市麻生区下麻生3-19-22  エトワール柿生2階 044-986-0153 - eiji.kasai@nifty.com https://kasai-shika.cihp2.jp/

はるひ野歯科 215-0036 川崎市麻生区はるひ野1-15-1 リーデンススクエアーはるひ野101 044-986-8860 - haruhino1025@ozzio.jp https://www.haruhino-dc.com/

かたよせ歯科医院 216-0005 川崎市宮前区土橋1-21-14  コンフォート宮前平1階 044-865-3765 044-865-3878 - https://katayose-dc.com/

さぎぬまファミリー歯科 216-0005 川崎市宮前区土橋3-3-1  さぎぬまメディカルモール1階 044-871-1182 - - https://familysika.com/

岸本歯科医院 216-0022 川崎市宮前区平2-4-10   山田ビル3階 044-865-7873 044-865-9303 - -

◆障害者歯科診療（二次対応）
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

川崎市歯科医師会館診療所 210-0006 川崎市川崎区砂子2-10-10 川崎市歯科医師会館内 044-233-4494 044-222-3924 - http://www.kawashi.or.jp/specialnedds/

川崎市中原歯科保健センター 211-0063 川崎市中原区小杉町2-288-4 044-733-1248 044-733-1248 - http://www.kawashi.or.jp/specialnedds/

川崎市百合丘歯科保健センター 215-0003 川崎市麻生区高石4-15-5 044-966-2261 044-966-2261 - http://www.kawashi.or.jp/specialnedds/

◆障害者歯科診療（三次対応）
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

神奈川歯科大学附属横浜クリニック障がい者歯科 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6 045-313-0007 045-313-0027 - http://www.hama.kdu.ac.jp/

鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科 230-0063 横浜市鶴見区鶴見2-1-3 045-580-8543 - - https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/dental-hospital/m10.html

神奈川県立こども医療センター歯科 232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 045-711-2351 045-721-3324 - http://kcmc.kanagawa-pho.jp/department/dental.html

◆診療    ※地域の大学病院・小児専門病院を掲載しております。診療内容につきましては、各病院へお問合せください。
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

日本医科大学武蔵小杉病院 211-8533 川崎市中原区小杉町1-383 044-733-5181 - - https://www.nms.ac.jp/kosugi-h.html

聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111 044-977-9486 - https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/

帝京大学医学部附属溝口病院 213-8507 川崎市高津区二子5-1-1 044-844-3333 044-844-3201 - http://teikyo-mizonokuchi.jp/index.html

昭和大学横浜市北部病院 224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 045-949-7000 - - https://www.showa-u.ac.jp/SUHY/

横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 045-787-2800 045-787-2931 - https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/

昭和大学藤が丘病院 227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30 045-971-1151 - - https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/index.html

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1 045-366-1111 045-366-1172 - https://seibu.marianna-u.ac.jp/

横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 045-261-5656 045-253-0161 - https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/

神奈川県立こども医療センター 232-8555 横浜市南区六ツ川 2-138-4 045-711-2351 045-721-3324 - http://kcmc.kanagawa-pho.jp/
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